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YAZAKI Group News Release 

２０１８年２月５日 

矢崎総業株式会社 

矢崎グループの人事異動について 
 
発令日 ２０１８年１月２１日 
 
人事異動 
 

【矢崎総業株式会社】 

氏名 新職 旧職 継続職 

加藤 晃 タイ矢崎コーポレーション

社長 

兼 タイ矢崎電線（株）会

長 

兼 タイ熔銅（株）会長 

兼 タイ矢崎ネットワーク

サービス会長 

取締役 常務執行役員 

調達室長 

兼 YGP PTE.LTD.会長 

 

道久 学 調達室長 

兼 YGP PTE.LTD.会長 

ＹＩＣアジアパシフィック

コーポレーション社長 

 

栗田 雅史 営業管理室 主査 営業管理室  

斉本 哲朗 トヨタビジネスユニット 

プロジェクト推進部長 

矢崎部品（株） 

トヨタビジネスユニット 

開発設計統括部 

高圧・高周波Ｗ／Ｈ開発部

長 

 

杉本 吉生 Ｗ／Ｈ生産管理室 

生産助成センター 主査 

オートコンプ・システムズ 

インドネシア（株）社長 

 

安東 秀 Ｗ／Ｈ生産管理室 

生産助成センター 主査 

スラバヤオートコンプ 

インドネシア（株）社長 

兼 ジャティムオートコン

プ インドネシア（株）社

長 

 

 

 

【矢崎部品株式会社】 

氏名 新職 旧職 継続職 

飯盛 康生 トヨタビジネスユニット 

開発設計統括部 副統括部

長 

兼 Ｐ／Ｆ推進部長 

矢崎総業（株） 

トヨタビジネスユニット 

プロジェクト推進部長 

 



2 

 

 

阿部 公弘 トヨタビジネスユニット 

開発設計統括部 

高圧・高周波Ｗ／Ｈ開発部

長 

トヨタビジネスユニット 

ＥＥＤＤＳ企画統括部 

第二Ｐ／Ｆ推進部長 

 

小野江 保 トヨタビジネスユニット 

開発設計統括部 

Ｅ－ＥＤＳ企画部長 

トヨタビジネスユニット 

ＥＥＤＤＳ企画統括部 

第一Ｐ／Ｆ推進部長 

 

大原 俊英 大東工場 

試作製造部長 

 大東工場長 

柴本 和明 大東工場 

品質管理部長 

大東工場 

試作製造部長 

 

戸塚 茂樹 技術開発室 

ＥＣＩ開発設計センター 

センサ・スイッチ開発統括

部 主査 

技術開発室 

ＥＣＩ開発設計センター 

要素・先行開発統括部 

先行第一開発部長 

 

橋澤 茂美 技術開発室 

ＥＶシステム開発設計セン

ター 

第二先行開発部長 

 技術開発室 

ＥＶシステム開発設計セン

ター長 

野末 幸弘 技術開発室 

三菱・スズキ開発センター 

プログラムマネージャー 

技術開発室 

三菱・スズキ開発センター 

スズキ開発設計部 

Ｓ１チームリーダー 

 

高松 昌博 技術開発室 

ＥＥＤＤＳ企画開発センタ

ー長 

トヨタビジネスユニット 

ＥＥＤＤＳ企画統括部長 

 

栁瀬 毅之 技術開発室 

ＥＥＤＤＳ企画開発センタ

ー 主査 

矢崎総業（株） 

Ｗ／Ｈ生産管理室 主査 

 

栗田 薫 技術開発室 

ＥＥＤＤＳ企画開発センタ

ー 

Ｅ－ＥＤＳ企画開発統括部

長 

兼 Ｅ－ＥＤＳ製品開発部

長 

トヨタビジネスユニット 

ＥＥＤＤＳ企画統括部 

電子システム部長 
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上園 浩一 技術開発室 

ＥＥＤＤＳ企画開発センタ

ー 

Ｅ－ＥＤＳ企画開発統括部 

Ｗ／Ｈ構造開発部長 

トヨタビジネスユニット 

ＥＥＤＤＳ企画統括部 

電源システム部長 

 

岡部 敏明 技術開発室 

ＥＥＤＤＳ企画開発センタ

ー 

Ｅ－ＥＤＳ企画開発統括部 

コネクタ開発部長 

技術開発室 

コネクタ開発設計センター 

先行開発部長 

 

市川 喜章 技術開発室 

ＥＥＤＤＳ企画開発センタ

ー 

Ｅ－ＥＤＳ企画開発統括部 

高圧システム開発部長 

技術開発室 

ＥＶシステム開発設計セン

ター 

第二先行開発部長 

 

羽原 啓仁 技術開発室 

ＥＥＤＤＳ企画開発センタ

ー 

Ｅ－ＥＤＳ企画開発統括部 

通信システム開発部長 

トヨタビジネスユニット 

ＥＥＤＤＳ企画統括部 

高周波製品部長 

 

小田島 崇 技術開発室 

ＥＥＤＤＳ企画開発センタ

ー 

Ｅ－ＥＤＳ企画開発統括部 

ＲＭ推進部長 

トヨタビジネスユニット 

ＥＥＤＤＳ企画統括部 

ＲＭ推進部長 

 

永田 昌秀 技術開発室 

ＥＥＤＤＳ企画開発センタ

ー 

ＥＩ企画開発統括部長 

トヨタビジネスユニット 

ＥＥＤＤＳ企画統括部 

副統括部長 

兼 ＨＭＩシステム部長 

 

織田 真也 技術開発室 

ＥＥＤＤＳ企画開発センタ

ー 

ＥＩ企画開発統括部 

将来インフラ企画部長 

矢崎総業（株） 

技術開発室 

車載技術開発センター 

先行電子ＰＦ企画部長 

 

村田 和弘 技術開発室 

ＥＥＤＤＳ企画開発センタ

ー 

ＥＩ企画開発統括部 

電子機器開発部長 

技術開発室 

ＥＣＩ開発設計センター 

要素・先行開発統括部 

先行第二開発部長 
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寺尾 雅伸 技術開発室 

ＥＥＤＤＳ企画開発センタ

ー 

ＥＩ企画開発統括部 

ＨＭＩシステム開発部長 

技術開発室 

ＥＣＩ開発設計センター 

要素・先行開発統括部 

先行第一開発部 

先行第１３開発チームリー

ダー 

 

井上 泰 技術開発室 

ＥＥＤＤＳ企画開発センタ

ー 

ＥＩ企画開発統括部 

デザイン部長 

技術開発室 

ＥＣＩ開発設計センター 

要素・先行開発統括部 

デザイン部長 

 

 

 

【海外法人】 

氏名 新職 旧職 継続職 

松永 晃一郎 ＹＩＣアジアパシフィック

コーポレーション社長 

タイ矢崎コーポレーション  

社長 

兼 タイ矢崎電線（株）会

長 

兼 タイ熔銅（株）会長 

兼 タイ矢崎ネットワーク

サービス会長 

ＹＩＣアジアパシフィック

コーポレーション会長 

兼 タイ・アロー・プロダ

クツ（株）会長 兼 社長 

兼 矢崎インディア（有）

会長 

伊藤 年宏 ＹＩＣアジアパシフィック

コーポレーション副社長 

ＥＤＳマニュファクチャリ

ング・インク社長 

 

川上 陽 オートコンプ・システムズ 

インドネシア（株）社長 

兼 ＥＤＳマニュファクチ

ャリング インドネシア

（株）会長 

兼 スラバヤオートコンプ 

インドネシア（株）会長 

兼 スマラン・オ－トコン

プ・マニュファクチャリン

グ・インドネシア（株）会

長 

兼 ジャティムオートコン

プ インドネシア（株）会

長 

兼 スバン・オートコン

プ・インドネシア（株）会

 オートコンプ・システムズ 

インドネシア（株）会長 
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長 

近藤 武 ＥＤＳマニュファクチャリ

ング インドネシア（株）

社長 

EDSマニュファクチャリン

グ インドネシア（株）  

副社長 

 

スバン・オートコンプ・イ

ンドネシア（株）社長 

山下 博史  ＥＤＳマニュファクチャリ

ング インドネシア（株）

社長 

スマラン・オ-トコンプ・マ

ニュファクチャリング・イ

ンドネシア（株）社長 

栗本 明典 ＥＤＳマニュファクチャリ

ング インドネシア（株） 

副社長 

スラバヤオートコンプ  

インドネシア（株） 

 

加藤 信洋 ＥＤＳマニュファクチャリ

ング・インク社長 

EDSマニュファクチャリン

グ・インク 

 

玉谷 元昭 スラバヤオートコンプ イ

ンドネシア（株）社長 

兼 ジャティムオートコン

プ インドネシア（株）社

長 

スマラン・オ－トコンプ・

マニュファクチャリング・

インドネシア（株）副社長 

 

田中 利広 スラバヤオートコンプ イ

ンドネシア（株）副社長 

兼 ジャティムオートコン

プ インドネシア（株）副

社長 

ジャティムオートコンプ 

インドネシア（株） 

 

中山 則久 スラバヤオートコンプ イ

ンドネシア（株） 

矢崎部品（株） 

大東工場 

品質管理部長 

 

松下 達也 スマラン・オ－トコンプ・

マニュファクチャリング・

インドネシア（株）副社長 

スマラン・オ-トコンプ・マ

ニュファクチャリング・イ

ンドネシア（株） 

 

牧野 雅俊 オートコンプ・システムズ 

インドネシア（株）副社長 

オートコンプ・システムズ 

インドネシア（株） 

 

佐藤 礼典 スバン・オートコンプ・イ

ンドネシア（株）副社長 

スバン・オートコンプ・イ

ンドネシア（株） 

 

 

 

以上 


